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10時おやつ
3時おやつ 熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの その他

01 御飯 きのこスープ  りんご

( ハンバーグ マドレーヌ
木 スパゲティーのケチャップ和え

) さつまいもの甘煮
02 御飯 みそ汁  バナナ

( さばの塩焼き 細巻き
金 ほうれん草のごま和え

) キャベツの納豆和え
05 御飯 みそ汁  オレンジ

( 豚肉のしぐれ煮 ふりかけ みたらし団子
月 ひじきの酢の物

) もやしの和え物
06 きつねうどん  粉吹き芋

( ハリハリおにぎり お好み焼き
火 キャベツと白菜のごま和え

) バナナ
07 ご飯 すまし汁  りんご

( さけのムニエル ポテトチップス
水 トマトと豆腐のサラダ

) ブロッコリーのマヨネーズ和え

08 クロワッサン じゃがいもスープ  バナナ

( ミートボール オレンジ 青菜おにぎり
木 ほうれん草の和え物

) マカロニサラダ
09 御飯 すまし汁  ヨーグルト

( チキン南蛮 フルーツ寒天
金 かぼちゃのサラダ

) キャベツの和え物
10 御飯 みそ汁  菓子

( 豚肉の甘辛炒め スイートポテト
土 じゃがいもの土佐煮

) 小松菜の和え物
12 ミートスパゲティー  バナナ

( きゅうりの和え物 わかめおにぎり
月 キャベツのスープ

) オレンジ
13 鶏そぼろ丼  豆乳スープ

( 白菜のごま和え 焼きうどん
火 みそ汁

) ミニ寒天
14 御飯 みそ汁  ヨーグルト

( ししゃも きな粉ドーナツ
水 切り干し大根の煮物

) 野菜の納豆和え
15 カレーライス  りんご

( ごぼうのサラダ プリン
木 洋風スープ

) バナナ
16 御飯 みそ汁  いりこ

( 鶏のから揚げ いりこ わらび餅
金 ほうれん草のおかか和え

) 春雨サラダ
17 御飯 すまし汁  菓子

( 豚肉のみそ炒め そぼろおにぎり
土 キャベツの和え物

) かぼちゃの煮物
19 御飯 みそ汁 ヨーグルト

( 鶏つくね ふりかけ フルーツポンチ

月 厚揚げの煮物

) 大根の酢の物
20 具だくさんうどん  粉吹き芋

( いなり寿司 クッキー
火 ひじきのおかか和え

) バナナ

21 筍入り混ぜ御飯 すまし汁 豆乳スープ

( かぼちゃコロッケ ミニ寒天 ヨーグルトムース

水 スパゲティーサラダ

) ほうれん草と白菜の和え物
花まつり

22 御飯 みそ汁 バナナ

( 鶏肉のごま焼き オレンジ 大学芋
木 根菜の煮物

) チンゲン菜のおかか和え
23 御飯  りんご

( えびフライ 誕生日ケーキ
金 ポテトサラダ

) 花野菜の酢の物

お誕生日会
キャベツとほうれん草のスープ

24 御飯 みそ汁  菓子

( 鶏じゃが マフィン
土 大根とごぼうの煮物

) 白菜のごま和え
26 御飯 すまし汁  いりこ

( 鶏肉のカレー焼き いりこ サブレ
月 小松菜のおかか和え

) もやしのナムル
27 中華丼  オレンジ

( チンゲン菜の中華和え いもかんてん
火 かき玉汁

) りんご
28 御飯 豚汁  バナナ

( すき焼き あんまん
水 小松菜の納豆和え

) 白和え
30 御飯 みそ汁  ヨーグルト

( さばの竜田揚げ わかめうどん
金 れんこんの煮物

) かぼちゃのマヨネーズ和え

豚ひき肉、卵、しらす干し クロワッサン、米、じゃがいも、マヨネー
ズ、パン粉、きび砂糖、七福米、押麦、
マカロニ

オレンジ、にんじん、たまねぎ、ほうれんそ
う、きゅうり、しめじ、こまつな、こねぎ

ケチャップ、本みりん、濃口しょ
うゆ、洋風だし、食塩

鶏むね肉、卵 米、きび砂糖、マヨネーズ、油、小麦
粉、七福米、押麦

かぼちゃ、キャベツ、たまねぎ、りんご、パ
イナップル、きゅうり、こまつな、えのきた
け、にんじん、粉かんてん、しょうが

かつお・昆布だし汁、濃口しょう
ゆ、酢、料理酒、食塩

鶏むね肉、うす揚げ、卵、豚肉
(もも)、花かつお節

生うどん、米、小麦粉、ながいも、きび
砂糖、七福米、押麦

バナナ、キャベツ、にんじん、はくさい、た
まねぎ、切り干しだいこん、万能ねぎ、干
ししいたけ、ごま、こねぎ、あおのり

濃口しょうゆ、本みりん、食塩

さけ、木綿豆腐 米、じゃがいも、マヨネーズ、油、七福
米、押麦、バター、小麦粉、きび砂糖

ブロッコリー、トマト、チンゲンサイ、たまね
ぎ、にんじん

かつお・昆布だし汁、濃口しょう
ゆ、酢、食塩、こしょう

塩さば、納豆、鶏ひき肉、米みそ 米、七福米、押麦、きび砂糖 ほうれんそう、たまねぎ、もやし、キャベ
ツ、にんじん、こねぎ、カットわかめ、ごま

煮干だし汁、濃口しょうゆ、酢

豚肉(もも)、絹ごし豆腐、いりこ、
米みそ、花かつお節

米、白玉粉、じゃがいも、きび砂糖、
油、七福米、押麦、片栗粉

たまねぎ、もやし、にんじん、はくさい、ほ
うれんそう、こねぎ、カットわかめ、いんげ
ん、ひじき、しょうが、ごま、あおのり

煮干だし汁、濃口しょうゆ、みり
ん、本みりん、酢、食塩

日
／
曜

献　　立　　名
材料名（昼食・3時おやつ）

牛ひき肉、卵、豚ひき肉、牛乳 米、さつまいも、小麦粉、無塩バター、
きび砂糖、パン粉、七福米、押麦、油、
マカロニ・スパゲティ

たまねぎ、えのきたけ、にんじん、こまつ
な、いんげん、ピーマン、しょうが、にんに
く

かつお・昆布だし汁、濃口しょう
ゆ、みりん、ケチャップ、酢、洋
風スープ、食塩、料理酒、こしょ
う

豚肉(もも)、厚揚、牛乳、米み
そ、卵

さつまいも、米、じゃがいも、砂糖、七
福米、押麦、きび砂糖、無塩バター

たまねぎ、こまつな、にんじん、こねぎ、ご
ま

煮干だし汁、濃口しょうゆ、本み
りん

豚ひき肉、牛ひき肉 マカロニ・スパゲティ、米、油、砂糖、七
福米、きび砂糖、ごま油

オレンジ、たまねぎ、もやし、にんじん、
キャベツ、きゅうり、カットわかめ、ピーマ
ン、パセリ、しめじ

ケチャップ、濃口しょうゆ、洋風
だし、食塩

鶏ひき肉、豚肉(もも)、卵、木綿
豆腐、米みそ

米、干しうどん、きび砂糖、油、砂糖、
ごま油

りんご濃縮果汁、はくさい、もやし、ほうれ
んそう、にんじん、たまねぎ、しめじ、カット
わかめ、ごま、こねぎ、粉かんてん、しょう
が

煮干だし汁、濃口しょうゆ、料理
酒

ししゃも、牛乳、納豆、米みそ
（淡色辛みそ）、卵、きな粉、うす
揚げ

米、小麦粉、じゃがいも、きび砂糖、
油、七福米、押麦

にんじん、もやし、キャベツ、なす、こね
ぎ、切り干しだいこん

煮干だし汁、濃口しょうゆ、本み
りん

豚肉(ばら)、牛乳、卵 米、じゃがいも、きび砂糖、七福米、押
麦、油、マヨネーズ

バナナ、たまねぎ、にんじん、ごぼう、きゅ
うり、えのきたけ、こまつな、ピーマン

カレールウ、洋風だし、酢、食
塩

鶏もも肉、米みそ、いりこ、きな
粉、花かつお節

米、わらび餅粉、はるさめ、きび砂糖、
油、片栗粉、七福米、押麦

ほうれんそう、だいこん、にんじん、もや
し、チンゲンサイ、カットわかめ、しょうが、
にんにく

煮干だし汁、濃口しょうゆ、酢、
料理酒、食塩

豚肉(もも)、鶏ひき肉、米みそ 米、七福米、押麦、きび砂糖、油 たまねぎ、かぼちゃ、キャベツ、にんじん、
はくさい、こまつな、万能ねぎ、ごま、いん
げん

かつお・昆布だし汁、濃口しょう
ゆ、本みりん、食塩

鶏ひき肉、牛乳、厚揚、木綿豆
腐、米みそ、卵、いりこ、ゼラチ
ン、花かつお節

米、きび砂糖、七福米、押麦、パン粉、
片栗粉、砂糖

にんじん、だいこん、たまねぎ、こねぎ、
きゅうり、キャベツ、ごま、カットわかめ、あ
おのり
パイナップル、オレンジ、粉かんてん

煮干だし汁、濃口しょうゆ、酢、
本みりん、料理酒、食塩

米、小麦粉、無塩バター、きび砂糖、
マカロニ・スパゲティ、パン粉、油、七
福米、押麦

かぼちゃ、たまねぎ、ほうれんそう、にんじ
ん、はくさい、えのきたけ、きゅうり、たけの
こ、こまつな、ごぼう、ごま、いちご

かつお・昆布だし汁、濃口しょう
ゆ、本みりん、酢、食塩、こしょう

鶏もも肉、牛乳、米みそ、花かつ
お節

米、さつまいも、きび砂糖 オレンジ、チンゲンサイ、もやし、だいこ
ん、れんこん、ごぼう、にんじん、たまね
ぎ、こねぎ、ごま、糸こんにゃく

煮干だし汁、かつおだし汁、濃
口しょうゆ、本みりん

かつお・昆布だし汁、濃口しょう
ゆ、食塩、カレー粉

豚肉(もも)、うす揚げ、花かつお
節

うどん、さつまいも、米、きび砂糖、砂
糖、油、七福米、押麦

バナナ、たまねぎ、はくさい、にんじん、万
能ねぎ、だいこん、もやし、こねぎ、ひじ
き、黒ごま、干ししいたけ

かつお・昆布だし汁、濃口しょう
ゆ、みりん、酢、食塩、本みりん

むきえび、卵、生クリーム、牛乳 米、じゃがいも、小麦粉、きび砂糖、パ
ン粉、油、マヨネーズ、七福米、押麦

ブロッコリー、バナナ、にんじん、きゅうり、
キャベツ、カリフラワー、ほうれんそう

ケチャップ、酢、洋風だし、濃口
しょうゆ、食塩

豚ひき肉、卵、ヨーグルト

米、小麦粉、きび砂糖、七福米、押
麦、油、ごま油

にんじん、たまねぎ、ほうれんそう、はくさ
い、こまつな、キャベツ、万能ねぎ、だいこ
ん、しらたき、ごぼう、えのきたけ、こねぎ、
糸こんにゃく、ごま

煮干だし汁、濃口しょうゆ、本み
りん、食塩

鶏もも肉、卵、牛乳、米みそ 米、じゃがいも、小麦粉、きび砂糖、無
塩バター、七福米、押麦、油、砂糖

はくさい、たまねぎ、だいこん、にんじん、
なす、ごぼう、糸こんにゃく、こねぎ、ご
ま、いんげん

煮干だし汁、かつおだし汁、濃
口しょうゆ、みりん、料理酒

鶏もも肉、木綿豆腐、卵、いりこ、
花かつお節

米、小麦粉、無塩バター、砂糖、油、
七福米、押麦、きび砂糖、ごま油

もやし、こまつな、にんじん、こねぎ、ご
ま、カットわかめ、にんにく

さば、米みそ、うす揚げ 米、干しうどん、さつまいも、油、片栗
粉、七福米、押麦、マヨネーズ、砂糖

れんこん、かぼちゃ、にんじん、はくさい、
たまねぎ、こねぎ、きゅうり、いんげん、しょ
うが、カットわかめ

煮干だし汁、かつお・昆布だし
汁、かつおだし汁、濃口しょう
ゆ、料理酒、本みりん

　　　　　　献　　　　　　立　　　　　　表

豚肉(もも)、卵、むきえび、いか 米、さつまいも、砂糖、ごま油、七福
米、押麦、片栗粉、きび砂糖

りんご、はくさい、たまねぎ、チンゲンサ
イ、にんじん、もやし、こねぎ、たけのこ、
粉かんてん、しょうが、にんにく、ごま

かつお・昆布だし汁、濃口しょう
ゆ、食塩、こしょう

牛肉(もも)、木綿豆腐、納豆、絹
ごし豆腐、あずき（乾）、豚肉(ば
ら)、米みそ、うす揚げ

＊使用食材は地産地消を基本とし調味料、醤油、味噌は国産無添加食品を使用しています。砂糖は基本きび砂糖です。

その他の食材も安心安全な物を厳選し、調理水は還元水にて調理しています。

＊上記の献立・食材は納入状況により変更する場合があります。

ひよこぐみ・うさぎぐみ・りす

ぐみ
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